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発行日 2020 年 12月 22 日 

年の瀬、皆さまには如何お過ごしでしょうか。今年は、新型コロナウイルス感染症対策

で生活のリズムが狂ったのではないでしょうか。幸い松江市内では感染者は少なく安どし

ています。皆さまの感染予防が功を奏しているのではないでしょうか。 

さて、松江市議会では 2 日から始まった定例会は 22 日までの日程で審査しました。 

議案審査の前の 7 日に各会派の代表質問があり、8，9 日には一般質問で 12 人の議員が

質問しました。主な内容は、令和 3 年度予算方針や新型コロナウイルス感染症対策などで、

質問の中で、松浦市長は今期限りで勇退される事を発言されました。松浦市長には、多く

の事業をこなしてこられました、中でも平成の大合併を成就させられ人口 20 万人以上にな

り、松江市を中核市とされたことは記憶に残る事です。今、次年度の事業や予算の編成時

期ですが、特に、市民の安心安全にかかわる事業がもっとも重要と考えます。12 月定例会

の議案は、条例案件 16 件、単行案件 40 件(内,指定管理 34 件)、予算案件 13 件、報告案件

8 件、同意案件 28 件の計 105 議案を審議し 22 日に可決・同意しました。    

【補正予算の概要】 

【議第 214 号】一般会計(補正額 23 億 2304.7 万円) 令和 2 年度総額 1283 億 5498.7 万円 

【新型コロナウイルス感染症対策関係経費に係る補正予算】・・・3 億 5157.4 万円 

１、市単独事業(国の補正以外に事業)・・・・3 億 91.7 万円 

《地域の事業者を支援する》・・・1 億 1900 万円 

1)観光回復キャンペーン事業(市内宿泊・日帰り入浴)・・・・・・・・・・1 億 100 万円 

2)水田農業経営安定推進緊急対策事業(米以外の作物への転換の支援)・・・・・500 万円 

3)新しい生活様式による公共交通支援事業費(バス等の借り上げ料支援)・・・・800 万円 

4)専修学校助成(松江市専門学校５校が行う感染症対策への支援)・・・・・・・500 万円 

《市民生活を支援する》・・・1 億 7426.5 万円 

5)保育所等・児童クラブ従事者応援協力金支給事業費・・・・・・・・1 億 5976.5 万円 

6)修学旅行キャンセル料支援事業費(小中学校のへ支援)･・・・・・・・・・・1450 万円 

7）消防救急活動で使用する感染防止機材の購入費・・・・・・・・・・・・333.7 万円 

8)会計年度任用職員人件費(感染症対策に従事した職員に)・・・・・・・・・431.5 万円 

 

２、国の補正に係る事業《感染症の拡大防止と医療体制の整備》 5065.7 万円 

９)保健衛生諸費(保健所関連)(ウイルス感染症の検査件数増への対応)・・・4965.7 万円 

10)衛生用品等購入経費(児童厚生施設のマスクや消毒液等の購入費)・・・・・100 万円 

 

【その他の事業に係る補正予算】・・・19 億 7147.3 万円 

３、《松江らしい子育ての推進》・・・3659.5 万円 

11)放課後児童健全育成事業費(東出雲の公民館後を児童クラブに整備)・・・・2310 万円 

12)特定不妊治療費助成事業費(上乗せ 30 万→40 万円、拡充 3→6 回まで)・･1349.5 万円 

 

４、《時代にあった行政サービスの構築》・・・706.6 万円 

13)戸籍証明書コンビニ交付のためのシステム改修・機能拡張(市外 OK)・・･706.6 万円 
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５、《災害関連事業》・・・4 億 1280.2 万円 

14)令和 2 年災農業用施設・林道災害復旧事業費(農地 21・林道 1)・・・・・6834.7 万円 

15)令和 2 年災公共土木施設災害復旧費(道路 61・河川 31)・・3 億 4445.5 万円 

６、その他・・・15 億 1501.万円  

・国県へ返還金 5.8 億円、・R1 年度繰越金の内 1/2 を積立金 6.6 億円へ、 

令和 2 年度の基金残額は 31 億 6200 万円 

【議第 215 号】国民健康保険事業特別会計 補正予算(3 号)・・・・・・・・・5917 万円 

＊新型コロナの影響により事業が出来なかったため清算金が主なもの。 

【議第 216 号】宍道国民健康保険診療施設事業特別会計 補正予算(1 号)・・・▲5000 円 

＊職員人件費の減額によるもの。 

【議第 217 号】後期高齢者医療保険事業特別会計 補正予算(1 号)・・・1 億 3081.4 万円 

＊広域連合への負担金1億2608.6万円、税制改正に伴いシステム改修、人件費減額など。 

【議第 218 号】介護保険事業特別会計 補正予算(2 号)・・・・・・・・・・8156.5 万円 

＊国からの補助金受入→基金積み立て、人件費等。 

【議第 219 号】企業団地事業特別会計 補正予算(2 号)・・・・・・・・1 億 9967.8 万円 

＊第二卸商業団地売却により一般会計からの借り入れ返却等。 

【議第 220 号】母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 補正予算(1 号)・・1023.7 万円 

 ＊貸付額・件数増加を見込み一般会計繰り入れや市債の増額等。 

【議第 221 号】水道事業会計 補正予算(2 号) 

収益的収支（排水管・給水管の整備）・・・・・・・・・・・・・・・・・･3974.2 万円 

資本的収支（改良費、耐震対応）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･7392.5 万円 

【議第 222 号】下水道事業会計 補正予算(2 号) 

 収益的収支（業務費等の減額）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･1149 万円 

 資本的収支（改良費等の増）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･▲88.9 万円 

【議第 223 号】ガス事業会計 補正予算(1 号) 

収益的収支（販売費・管理費の人件費の増）・・・・・・・・・・・・・･▲1136.2 万円 

資本的収支（拡張費の減額）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・･22.2 万円 

【議第 224 号】交通事業会計 補正予算(2 号) 

収益的収支（定期や貸切運転手費の減、運輸管理費の増）・・・・・・・・･1065.1 万円 

資本的収支（補助の増、改良費の減）・・・・・・・・・・・・・・・・・・・275 万円 

【議第 225 号】病院事業会計 補正予算(3 号) 

収益的収支（補助金増、入院や外来の減、特別損出と給与増）・・・･▲2 億 6215.9 万円 

資本的収支（国庫・県補助金、機械備品整備）・・・・・・・・・・・・・･▲26.3 万円 

【議第 226 号】松江市新庁舎建設(建築主体)工事の請負契約締結  

請負額 92 億 700 万円 松江土建・カナツ技建工業・一畑工業特別共同企業体に。 

【議第 227 号】松江市新庁舎建設(電気設備)工事の請負契約締結  

請負額 14 億 6080 万円 島根電工・三和電工特別共同企業体に。 

【議第 228 号】松江市新庁舎建設(機械設備)工事の請負契約締結  

請負額 19 億 2500 万円 新和設備・シンセイ技研特別共同企業体に。 

【議第 229 号】一般会計補正予算(第 9 号)  R2 年度予算総額 1285 億 278.7 万円 

ひとり親世帯臨時特別給付事業費(一世帯 5 万円＋第 2 子以降 3 万円)・ 1 億 4780 万円 


